
2022年11月18日（金）ちゃんと 16

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400【受付時間/9～16時】応 募

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ PC入力作業、電話・来客対応、 

銀行などへの外回り（社用車使用）
資　格▶ Excel、Word等、基本的な 

PC操作が可能な方、定年60歳
時　間▶ 8:30～17:00　※実働7.5h　 

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30～翌1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月150,000～160,000円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇、賞与有、事務所内禁煙

正社員 事務スタッフ募集
千歳 正 一般事務

残業なし!
お休みも
充実！

期　間▶表参照　 仕　事▶店内業務    
時　間▶表参照　 給　与▶表参照 
待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可 

（原付・バイク不可）、施設内禁煙

共通
項目

年末臨時アルバイト

学生さん大歓迎!! Web応募
はコチラ

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をお持ちください。（担当/店長）

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

まだまだ募集中!!ご応募はお早めに～

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

水産（刺身のつま盛
りや寿司の製造等） 12/31 7:00～13:00

（休憩30分）
時給 

1,200円 18名募集

さかなやの寿司 12/30 0：00～7：00 
（休憩45分）

時給 
1,600円

17名募集
高校生不可

【水産】寿司製造 12/31

5:00～14:00
（休憩1時間） 時給 

1,200円

25名募集

13:00～17:00 10名募集

さしみ製造 12/30 3：00～7：00 時給 
1,600円

5名募集
高校生不可

水産製造補助 即日～
12/31 8:00～13:00 時給 

1,200円 2名募集

オードブル製造 12/30 1:00～5:00 時給 
1,600円

10名募集
高校生不可

デリカ寿司製造 12/31 6:00～15:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 15名募集

品出しや
パック詰め作業、
製造のお手伝い

即日～
12/31 8:30～13:00 時給 

1,200円 2名募集

12/30・
12/31

8:00～16:00
（休憩1時間）

時給 
1,200円 2名募集

刺身盛り
（経験者のみ）

①12/20～12/29
　8:30～12:30
②12/30
　7：00～16：00
③12/31
　5：00～14：00
④1/2～1/5
　7：00～12：00

時給 
1,500円

（学生/時給
1,100円）

1名募集

刺身盛り・品出し 12/31 6：00～11：00

時給 
1,100円

2名募集

オードブル製造 12/31 5：00～8：00 14名募集

寿司製造 12/31 7：00～14：00
（休憩45分） 8名募集

26-6660

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

応募

応募

23-7667

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

恵庭店 恵庭市本町210

33-1122
応募

店 舗 仕 事 期 間 時 間 給 与 備 考

期　間▶長期 ※3ヶ月毎更新
仕　事▶フロント兼ベッドメイク
給　与▶ 時給980円　 

※22～翌5時/時給1,225円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②19:00～翌1:00 

③19:00～翌8:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①②週2日程度 ③週1～2日程度
待　遇▶ 労災保険、試用期間3ヶ月、 

受動喫煙対策有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

千歳 パ フロント兼ベッドメイク

キタカレー 釧路レストハウス(株)

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ ①カレー専門店でのホール業務（3名募集） 

②カレー専門店でのキッチン業務（2名募集）
資　格▶ホール、厨房経験者歓迎
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業無し　※時間応相談
給　与▶ ①月180,000～200,000円 

②月190,000～230,000円　※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、昇給有、賞与年2回（業績による）、
有給休暇、入社祝い金支給（規定有）、試用期間3ヶ
月程度、喫煙スペース有

カレーハウス 担当:野田
090-3890-2046直接携帯電話にお電話ください。

10

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F 

千歳 正 ホール、厨房

千歳・恵庭 派 マシンOP・運搬作業、製造補助・運搬・設備メンテ、検品・運搬

仕　事▶事務所・仮設トイレ等の日常清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
時　間▶ 13:00～15:00の間で、 

月・水・木/1h　火・金/2h（休憩なし）
休　日▶土・日、年末年始
勤務先▶千歳市柏台

《共通項目》
期　間▶長期
給　与▶①②④時給920円　③時給950円
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

受動喫煙対策有、①②③のみ制服貸与

0123-24-0800

親切･丁寧に指導いたしますので未経験者
でも安心！ 学生・年配の方も歓迎！

男女問わずご応募ください清掃員募集

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉

②航空自衛隊千歳基地内（男・女パート）

④千歳乃湯えんの清掃

③千歳市柏台

①千歳基地厚生センター（男・女パート）

仕　事▶ 隊舎の清掃 
（共用部分、廊下、トイレ、風呂場）

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可
時　間▶ 8:00～17:00の間で5h（休憩なし）
勤　務▶ 月・金　※お盆、年末年始はお休み

仕　事▶ 浴場の清掃等
資　格▶未経験者可、学生・シニアの方も歓迎、車通勤可
時　間▶ 7:30～11:00（実働3.5h、休憩なし）
勤　務▶ シフト制（週3日程度） 

※年末年始はお休み

仕　事▶ 浴場、脱衣室等の清掃
資　格▶未経験者・シニアの方も歓迎、車通勤可
時　間▶ 5:30～9:00 

　（実働3.5h、休憩なし、時々0.5h延長有）
勤　務▶年中無休/シフト制（土日のみ出勤も可能）
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳 パ 清掃

仕　事▶ ケアプラン作成と入居者様の日常生活の支援
資　格▶ 認知症介護実践者研修修了者、介護支援専門員あれば尚可
給　与▶ 基本給170,000円、職務手当30,000円、夜勤手

当6,000円/回、資格手当2,000円～10,000
円、処遇改善加算による賞与210,000円（6月・
12月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆計画制作担当者兼介護従事者

仕　事▶入居者様の日常生活の支援
資　格▶不問、経験者尚可
給　与▶ 基本給164,500円、夜勤手当6,000円/回、 

資格手当2,000円～10,000円、 
処遇改善加算による賞与160,000円（6月・12
月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆介護従事者
仕　事▶ 管理業務と入居者様の日常生活の支援
資　格▶ 認知症対応型サービス事業管理者研修修了者、介護

福祉士あれば尚可
給　与▶ 基本給180,000円、役職手当50,000円、夜勤手

当6,000円/回、資格手当2,000円～10,000
円、処遇改善加算による賞与450,000円（6月・
12月）増減有、6月12月ベースアップ支援金有

◆管理者

まずは現場見学してみませんか？ 恵庭市島松寿1丁目16-5

まずはお気軽に
お問い合わせください 36-8477 グループホーム こもれびの家

担当
永野

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 7:00～17:30、8:30～17:30、 

10:30～19:30、16:30～翌9:30 
※シフト制、休憩1h、残業/月10h

休　日▶月8回、シフト制 ※応相談
待　遇▶ 社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

車通勤可、室内禁煙
勤務先▶ グループホームこもれびの家/恵庭市島松寿町1丁目16-5 

グループホームめぐみの/恵庭市恵み野里美1丁目1-26

恵庭 正 管理者、計画制作担当者、介護従事者

千歳 ア パ 販売・商品管理

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ JALファーストクラス及びVIPルーム・JAL専用

検査場をご利用される、お客様の手荷物検査及び
ボディーチェックをするお仕事です。働きながら
空港保安検定資格を取得可能です!

資　格▶ 未経験者歓迎、 
18歳以上35歳まで※若年層キャリア形成のため

給　与▶入社時基本給 173,700円～178,000円
時　間▶ 6:15～21:00の間で 

実働8～10hのシフト制　※残業月平均15h
休　日▶ 2勤1休
待　遇▶ 残業手当、家族手当、資格手当、役職手当、通勤費

(上限36,000円)、昇給年1回、有給休暇制度有、賞
与年2回、退職金、貸付金、研修制度有、制服貸与、
日本航空健康保険組合加入、施設内分煙

勤務先▶新千歳空港

〒066-0012  千歳市美々 
新千歳空港内ターミナルアネックスビル2F

まずは写真付履歴書を下記住所までご郵送ください。
※ 11月27日（日）必着。書類審査の上合格者のみに 
連絡し、面接試験等を実施いたします。
※ 送付いただいた履歴書はお返しできません。 
面接日は相談に応じます。

株式会社　ジェイ・エス・エス 札幌営業所
0123-46-2115
spkofc@jss-ltd.co.jp

担当/あやめ
JAL
GLOUP

安全で快適な空の旅をサポートしているのは私達です！

男女共に活躍できる職場です

業務サービス強化のため募集‼ 働きながら
資格取得も 
可能です!

千歳 正 空港保安検査スタッフ

期　間▶6ヶ月毎の更新有
仕　事▶ 駐車場管理業務、駐車場⇔空港間の送迎業務
資　格▶ 要普通免許、自力通勤可能な方
給　与▶時給950円 
時　間▶  6:00～22:00の間で実働5～6h 

※休憩有、繁忙期のみ10h程度の残業有
勤　務▶ 週3～4日
待　遇▶ 社保完備（勤務成績等により考慮）、雇用・労災保

険、交通費規定支給、車通勤可、敷地内喫煙所有

千歳市美々1292-206

0123-23-1111
サンパーキング(株)さいたさいた

駐車場管理・ドライバー
募
集

\ 女性ドライバーも歓迎 /

「協調性」や「やりがい」を大切にしている職場です

千歳 ア パ 駐車場管理、ドライバー

万円!!
勤務先▶ 千歳市
期　間▶12/1～12/31
仕　事▶ ゆうパックの配達
資　格▶ 要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶ 月25～35万円  

※最低保証が10,000円 
　（《例》100個配送で14,000円）

時　間▶  8:00～20:00　　休　日▶ 月4日
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★毎年恒例のお仕事です。 ★車両貸出･持込OK！

千歳市高台5丁目1-5

23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月
収25~35

千歳 他 宅配ドライバー

千歳 ア 除雪員

期　間▶12月初旬～翌3ヶ月頃まで
仕　事▶除雪作業
給　与▶時給1,400円
時　間▶6:00～9:00※休憩、残業なし
勤　務▶降雪により除雪が必要な場合のみ
休　日▶日曜、祝日、お盆、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策有

除雪スタッフ募集
元気で健康な方!!

医）住吉歯科医院千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係23-7005応募


